第７回
室蘭市ごみ処理・リサイクル事業あり方検討委員会
会議録

開催日時

令和 3 年 2 月 22 日(月)14:00～

開催場所

室蘭市役所 議会第 1 会議室

出 席 者

委員 ：吉田委員長、森川委員、菊池委員、安部委員、齊藤委員、
遠藤委員、西畑委員、山内委員、塩越委員
事務局：杉本部長、北川課長、田所主幹、櫻井係長、
谷口主任、高桑主任、菊地主事、古道主事、髙津会計年度任用職員

議

題

ごみ処理・リサイクル事業の課題解決に向けた取り組みの実施状況について
室蘭市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて

傍 聴 者

市民 2 名、報道関係者 3 名

1. 報告事項
次回開催
第 8 回室蘭市ごみ処理・リサイクル事業あり方検討委員会は令和 3 年 4 月の開催を予定

2. 資料、参考資料の概要
資料 1「ごみ処理・リサイクル事業の見直し」
・本検討委員会の設置理由及び、室蘭市の課題を掲載
・項目毎に見直しの方向性や実施内容等を掲載
①ごみの減量推進
・周知啓発 ・・・LINE を利用したごみ分別検索の運用を R3.4 より開始予定
出前講座は R2 年度は 3 件実施
・生ごみ
・・・食品ロス削減推進計画を策定予定
R4 の生ごみ処理機等購入助成導入に向けて検討開始
・古紙類
・・・資源回収団体不在地域での回収団体増加、情報提供を予定
・小型家電 ・・・室工大パレットへの回収ボックス増設
リネットジャパンリサイクル㈱との協定締結
室工大パレットで小型家電回収イベントの実施（回収結果：353 kg）
・事業系ごみ・・・事業系ごみ削減に向けた取組を進めていく
②既存事務事業の見直し
・収集地区再編・・・パナソニック ITS と協同で ICT を活用した収集体制の構築
R4 よりごみ収集作業の効率化に向けた収集地区割の再編を予定
・収集頻度見直し・・・R3 も祝日の収集休みを継続
R3.4 より危険ごみの分別収集を開始
危険ごみは毎月 1 回目の資源物収集日に収集
・ごみステーション集約・・・R3 にごみステーションの設置要綱を施行予定
・プラスチック製容器包装・・・資料 2 を参照
③手数料の適正化・・・資料 3 を参照
資料 2「プラスチック製容器包装分別収集事業について」
プラスチック製容器包装の直近 5 年間の実績推移及びごみ処理コスト比較を提示
事業廃止の影響等を整理し、総合的な判断から本事業を廃止の方向性としたい旨を提案
資料 3「ごみ処理手数料の適正化」
ごみ処理手数料の適正化にあたり、考え方及び有料化時との比較を提示
コスト算定が過大とならないよう建設予定の新中間処理施設の運営費を使用して算定
現時点での算定コストは 4.8 円/ﾘｯﾄﾙとなる。
（全額を受益者が負担するものとして算定）
今後、受益者負担のバランス及び他都市の状況を考慮し、最終的なコストを定める。
資料 4「廃棄物処理事業に関わる今後の見通し」
各事業の進捗状況及び今後の見通しを提示
追加資料「室蘭市一般廃棄物処理基本計画中間見直しの概要」
R2 は計画期間の中間年にあたり、数値目標等の見直しを実施
主な見直し内容は資料を参照
数値目標は直近 3 年間の実績平均値から 1 割のごみ量減及びリサイクル量増とした
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3.

提案された意見・方向性

パナソニック ITS との連携について
・ごみ ST の位置データを公開してもらいたい
・連携を進め、市民への活用方法を探ってもらいたい

吉田 委員長
森川 委員

周知啓発について
・動画等によるインターネットを利用した情報提供の実施
・Twitter や LINE を利用した周知を進めるべき
・出前講座の計画や目標が必要

吉田 委員長
森川 委員
安部 委員

資源回収について
・資源物の出し方をまとめたパンフレットがあると効果的

吉田 委員長

危険ごみについて
・資源 ST に張り紙などで、出し方の周知が必要
・収集容器に対象品しか出してはいけない旨の記載が必要
・収集回数は 1 回で問題ないと思われる

吉田 委員長
山内 委員
塩越 委員ほか

プラスチック製容器包装について
・サーマルリサイクル以外のリサイクルを検討するべき
・CO2 削減が進む中、事業廃止はもう少し検討が必要では
・処理単価が平成 20 年と比較し高額になった理由を確認

安部 委員
安部 委員
西畑 委員

ごみ処理手数料の適正化について
・事業の見直しは長期的な人口推移を考慮したものに
・値上げに対する受け皿となるサービスが必要
・適正な受益者負担割合を考える必要がある
・いきなり 4 円ではなく、段階的な値上げの方が望ましい
・市民説明では適正化とサービス向上を合わせた説明が必要
・出前講座を活用して市民の理解を得る必要がある
・市民が納得する内容でなくてはならない

吉田
吉田
森川
森川
安部
菊池
齊藤

全体を通して
・今回市の示した方向性で進める
・各委員の提案や意見をまとめてもらいたい
・ごみ減量の計画を立てるだけでなく、実現が必要

吉田 委員長
吉田 委員長
齊藤 委員
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委員長
委員長
委員
委員
委員
委員
委員

3. 議事録
開会
（省略）
議題
（１）ごみ処理・リサイクル事業の見直しについて
①ごみの減量推進・既存事務事業
事務局より説明
資料 1

「ごみ処理・リサイクル事業の見直し」

＜吉田委員長＞
ありがとうございました。事務局から説明のありましたとおり、プラスチック製容器包
装事業見直しとごみ処理手数料の適正化については別で資料がありますので、それ以外に
ついて質問等があればお願いします。
室蘭工業大学では学生の引っ越しに伴うごみ出しが問題になっていましたが、先週の 2
月 15 日～19 日に大学生協で使用済小型家電の回収イベントを実施していただきました。
90 台近くの小型家電が集まり、私も実際に玄関に並べられているのを見ました。このよう
なイベントを実施してもらえると啓発や、小型家電の回収について理解が広がると思いま
す。他に、資料 1 についてご意見やご質問がありましたらお願いします。
＜森川委員＞
ツイッターや LINE を利用した周知は時代の流行もありますので、ぜひ進めてもらえれば
と思います。パナソニック ITS との連携について興味があるのですが、これから行政と共
にどのように進めていくのでしょうか。現状の想定でも構いませんので教えてください。
＜事務局＞
現在、パナソニック ITS と収集運搬業務の効率化に向けて連携して進めています。現時
点での令和 3 年度の実証内容としましては、ごみ収集車両にタブレットを設置し、ごみス
テーション設置場所と収集ルートの表示、回収か未回収が色で判別できるものを想定して
います。実証実験当初は、新たな操作が必要となり収集作業員の手間が増えてしまうかと
思いますが、収集したかどうかが判断できるほか、推奨ルートの表示により、その地区に
詳しくない新人の収集作業員であっても効率よくごみ収集ができると考えています。
＜森川委員＞
大変素晴らしいシステムだと感じます。これはいつ頃から開始予定ですか。
＜事務局＞
令和 3 年 4 月から先行して 3 台程度でテストを開始し、5 月以降に全 15 台にタブレット
を搭載して実証していく予定となっています。その後、搭載後に判明した課題等の解決を
予定しています。4 月の先行テストまで日程的にあまり余裕はありませんが、現在パナソ
ニック ITS と協議を進めています。
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＜森川委員＞
とても画期的なものだと思いますので、早期に進めて、市民への周知と活用方法の模索
をしていただけると、地域としてもとてもありがたいです。
＜吉田委員長＞
ありがとうございました。今の件に関連した質問になりますが、将来的には、市で収集
したデータを市民へ情報提供するといった活用方法は検討しているのでしょうか。
例えば、
バスで進められているような、このごみステーションは既にごみ収集車が収集しました等、
現時点で検討されていることがあれば教えてください。
＜事務局＞
タブレットで作業員がどのごみステーションを回収したか入力していくので、回収未回
収の情報がわかります。将来的には、この情報をインターネットで公開し、現在の収集状
況がわかるような市民サービスに繋がるものと考えています。
＜吉田委員長＞
ありがとうございました。他にご質問などはありますか。
前回の議事録に色々とご指摘内容が記載されており、出前講座や雑紙の取り扱い、生ご
み処理機や食品ロスについてありました。この中の雑紙に関係しますが、塩越委員から資
源回収業者が半年に 1 度、白鳥台の家庭に配布している資料の提供をしていただき、牛乳
パックや新聞、その他の雑紙等について紐で縛って出してくださいとイラスト付きでわか
りやすいと感じました。このような方法で周知があると出す側も非常にわかりやすく、資
源物の回収量増加や不適物の削減に繋がると考えます。
＜安部委員＞
周知啓発について確認したいのですが、前回も申し上げましたとおり、出前講座の計画
案のようなものが必要だと考えています。この資料 1 ではずっと同じ事を記載しています
が、いつまでに町内会で実施するとか、年間で何回開催したいといった目標値を定めるべ
きではないのかなと思います。
＜事務局＞
現時点で出前講座の詳細スケジュールや目標値といったものは定めておりませんが、資
料 1 にもありますように積極的な取組が必要だと考えています。これまでは、広報むろら
んで出前講座を受け付けしていましたが、申し込まれる団体が少なかったので、今までの
ように待っているだけではなく、町内会をはじめ、学校や教育委員会に対してこのような
課題があるので、解決に向けてこういった活動や取組をしてもらいたいというような相談
から始めたいと考えています。
＜吉田委員長＞
ありがとうございます。現状では対面で機会を作るというのは難しくなっていますが、
YouTube 等の動画であれば、不特定多数の方が見ることができるようにするのがいいのか
なと思います。特に、学校であれば市が作成した動画を流して周知啓発することもできま
す。もちろん、対面で実施することも重要ですが。
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＜西畑委員＞
生ごみの新たな取り組みとして、生ごみ処理機等購入助成導入と記載されていますが、
この等には具体的にどういったものを考えているのでしょうか。
＜事務局＞
現時点では、電動生ごみ処理機とコンポストを想定しています。
＜西畑委員＞
わかりました。ありがとうございます。
＜齊藤委員＞
今回の計画案では、これまでの検討委員会で委員の皆さんから出された意見や提案が全
て含まれており、これが実際に全て実行されると、ごみの大きな減量になると考えていま
すが、同時に、これがどこまで実行できるのかとも考えてしまいます。目標としているだ
けではごみの減量には繋がりませんので、なにか実現の予定などはあるのでしょうか。
＜事務局＞
後ほどご説明しようと考えておりましたが、資料 4 で今後の実現予定についてまとめて
います。令和 2 年度につきましては、資料 1 でご説明させて頂いたとおり、事業者アンケ
ート等の実施したものについて記載しています。令和 3 年度には、生ごみであれば食品ロ
ス削減計画の策定、古紙類では町内会等と協議して対策等の検討、事業系ごみについても
更なる調査や減量策の検討を行い、令和 4 年 4 月の実施に向けて進めていきます。令和 3
年度は、皆様から頂いたご意見を踏まえて令和 4 年実施へ向けた準備期間と捉えて、進め
ていきたいと考えていますので、よろしくお願いします。
＜吉田委員長＞
ありがとうございます。齊藤委員からご指摘のあった実効性というのは重要なことです。
これまではこういったことをやると効果的だという計画について主に検討してきましたが、
これは実行されなくては効果がありません。また、実施した結果からその施策がどの程度
インパクトがあったのか確認し、浸透していない場合は見直しが必要になります。
私から１点確認したいことがあるのですが、4 月から始まる危険ごみの分別収集につい
て、毎月 1 回目の資源物収集日に収集ということですが、他の自治体だと、ライターやス
プレー缶は燃やせるごみや燃やせないごみの日と併せて回収されるところが多くあると思
います。月 1 回の収集だと、その 1 回を忘れてしまうと次回の収集が来月となってしまい
ます。当面ということでしたので、あまりコストがかからないのであれば、隔週で月 2 回
の回収とした方が個人的には良いのではないかと考えます。プラスチック製容器包装や燃
やせないごみは元々月 1 回の回収なのでしょうがないのですが、資源物は月 2 回の回収で
すので、今後 2 回に増やすことはできないでしょうか。
＜塩越委員＞
たしかに月 2 回あればいいと思いますが、これまで燃やせないごみとして出してきたも
のですので、月 1 回でも特に問題はないのではないかと思います。
＜吉田委員長＞
事務局からもう一度、現時点での回収方法等について説明をお願いします。
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＜事務局＞
毎月 2 回ある資源物の収集日のうち、最初の収集日に赤色のカゴを設置しますので、こ
ちらに入れてもらうことで無料で回収します。収集日については、広報むろらん 3 月号に
折込のごみ収集カレンダーに掲載されています。カゴの大きさは現在使用されている空き
びんと同じサイズとなっています。スプレー缶類、ライター類は使い切ったものを穴を開
けずにそのまま入れてもらい、電池類は透明な袋に入れて出してもらいます。カゴには小
さな隙間があり、電池類は落ちてしまう可能性があるので、袋に入れてもらうようお願い
しています。
＜森川委員＞
月に 1 回でもいいかもしれませんね。
今もあまり出されていないのではないでしょうか。
＜菊池委員＞
私も、現状の出され方を見てる限りでは月に 1 回でも問題ないと思います。むしろ、個
人的にはプラスチック製容器包装の収集回数を増やして欲しいです。特にコロナ禍になっ
てからは普段より更に増えていると感じます。燃やせないごみや危険ごみは月に 1 回でも
十分かなと思います。
＜吉田委員長＞
ありがとうございます。月 1 回という意見が多くありました。また、危険ごみについて、
十分な周知が必要になると思います。
＜遠藤委員＞
危険ごみはどのようなものが対象になるのでしょうか。また、自動車のバッテリーとか
も対象になるのですか。
＜事務局＞
対象となる危険ごみは、スプレー缶類とライター類、電池類になります。自動車のバッ
テリーは対象となりません。
＜齊藤委員＞
電池類に、電子たばこや充電式電池は含まれるのでしょうか。
＜事務局＞
小型充電式電池については、本体から外せるものは電池類の対象となりますので、危険
ごみとして出せます。
＜齊藤委員＞
充電式電池をごみ収集車で潰すと火が出てしまうので、助かります。携帯電話のバッテ
リー等も回収してもらえるのですか。
＜事務局＞
シェーバーや電子タバコ等のバッテリーが取り外せないものは、危険ごみとして出さな
いでください。なお、これらは使用済小型家電として回収することは可能です。
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＜吉田委員長＞
危険ごみは新たな分類であり、広く捉えられてしまう可能性があります。なので、資源
ステーションに張り紙等のわかりやすい周知をしていただいて、4 月から分別収集を開始
してもらえたらと思います。
先ほど ICT の話がありましたが、ごみステーション集約のために、室蘭市からデータを
提供いただいて大学で実際に調べました。調査結果としまして、ごみステーション数が非
常に多く、5,700 箇所近くありました。これは言葉だけでなく、実際に設置場所を地図上
で見ていただくと非常にインパクトがあります。こういったところも見てもらわないと実
感できませんので、市民に公開して室蘭市の現状について知ってもらい、集約しなければ
大変であると伝えるためにもデータ公開についてぜひ検討してもらいたいと考えています。
それでは次に、資料 2 のプラスチック製容器包装事業について事務局から説明をお願い
します。

②プラスチック製容器包装分別収集事業
事務局より説明
資料 2

「プラスチック製容器包装分別収集事業について」

＜吉田委員長＞
ありがとうございました。プラスチック製容器包装分別収集事業には主に 3 つの大きな
問題がありまして、収集コストの問題、運搬事業者の負担、燃やした場合の CO2 排出量と
なっています。今回、西畑委員からプラスチック製容器包装について資料の配付がありま
したので、ご説明をお願いします。
＜西畑委員＞
それでは手短に説明させていただきます。資料に使用したデータは環境課から提供して
いただいたものになります。また、手元に平成 20 年度のデータがありましたので、掲載し
ています。容器包装リサイクル協会への引き渡し量が 300 トン、それ以降は引き渡し量が
年々減っています。一方で、先ほどの事務局からの説明にもあったとおり、残渣の量は年々
増加しています。残渣はメルトタワーで焼却処理されますが、この費用として運搬 1 トン
当たり 1 万円ほど、さらに焼却費用が 2 万円ほどかかります。費用について 2 番の表にま
とめましたが、平成 20 年のころは 2,263 万円となりました。この金額には、中間処理費用、
収集運搬費用、再商品化費用、ごみ処理手数料を含めたものになります。平成 27 年までの
金額の推移は私の手元にはありませんが、平成 27 年以降は年間 3,000 万円くらいとなって
います。また、赤字はベールの作成単価となっており、平成 20 年度は 75,400 円ですが、
これ以降は 172,600 円以上とこれまで議論されてきたように高額となっています。他都市
と比較すると、苫小牧市は 4 万円くらいだと聞いた覚えがあります。
検討委員会では存廃の議論がされていますが、現状として、過去から高くなった要因に
ついて調べることも、今後事業を続ける上では必要になると考えています。そして、資料
下の写真をご覧下さい。昨年 10 月に御崎の処理施設を見学してきました。収集してるのは
4 品目のはずですが、実際には雑多なものが大量に含まれていました。回収したものから
異物を取り除くはずが、逆の現象となってしまっています。この結果、令和元年には残渣
が 73 トンにもなり、コスト増に繋がってしまっています。これを抑えるためにも、様々な
方法で啓蒙や現状について知ってもらうためにも、整理が必要であると考えています。
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＜吉田委員長＞
貴重なデータをありがとうございます。前回も残渣の問題や、新施設の CO2 排出量につ
いて議論してきました。菊池委員からは収集を増やして欲しいとありましたが、市からは
令和 3 年度末に事業廃止の方向ということで、説明がありました。
＜安部委員＞
事業を廃止した場合、これまでプラスチック製容器包装として出されていたものは全部
燃やすということになるわけですよね。焼却後は、最終処理場に運ばれることになると思
いますが、現状としてどのくらい容量が残っているのかという問題もあると考えます。
また、私達が意識として持っているリサイクルしよう、削減しようという、3R の精神を
ここまで作ってきたのに、全部燃やしてしまうというのはどうかと考えています。お金の
面では仕方がないと思いますが、西畑委員からもあったとおり根本原因も探っておらず、
現状このように推移していますよという話から、リサイクルとか再利用を推進せず、一気
に燃やして処理しますという方向性を出してしまうのは、持続可能な社会をと言いながら、
相反するのではないかと思います。
＜吉田委員長＞
ありがとうございました。事務局から答えられる範囲で。残渣やリサイクルについてお
願いします。
＜事務局＞
まず、最終処分場についてですが、今後、西いぶり広域連合で建設することになってい
る新施設がストーカ式という全国では一般的な焼却方式の処理施設となります。焼却後に
は主に主灰が出てきますので、これは最終処分場で処分されます。最終処分場は平成 6 年
に室蘭市が設置したもので、当時は様々なものを埋め立てて処分していたため、これがで
きるだけの容量を賄うため過大なものとなっています。そのため、近い将来には新施設が
稼働する期間の主灰は埋め立てても十分な容量を残して縮小を予定していると伺っていま
すので、現状としては、最終処分場の容量は十分であると考えております。
次にリサイクルについてですが、市民の皆さんには 3R に基づきリサイクルへのご協力を
お願いしていましたが、今回プラスチック製容器包装の収集をやめて焼却するという選択
をしました。この理由としましては、新施設では発電機の容量が従来の 1.5 倍となるため、
焼却によるエネルギー回収が非常に効率的になるためです。国のプラスチックリサイクル
の戦略においても、最終的にはプラスチックのポテンシャルを回収することとなっており、
プラスチックを燃やすことには変わりありませんが、そのポテンシャルを最大限活用して
発電することになります。つまり、燃やしてエネルギーを回収、活用するリサイクルとな
ります。回収したエネルギーは発電に利用され、各施設の運営に使用する、もしくは余っ
た分については売電することを想定しており、自前で発電できる分、他で発電する必要が
なくなり、エネルギーの有効活用による循環型社会の構築、貢献にもつながります。
＜菊池委員＞
西畑委員の資料にある写真には洗面器のようなものは、燃やせるごみになりますか。
＜事務局＞
本来は燃やせるごみとして出してもらうものであり、プラスチック製容器包装に含まれ
ている場合は残渣となります。今後も、燃やせるごみとしてもらいたいと考えています。
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＜吉田委員長＞
1 点目の処分場への負荷についてですが、一般的にプラスチックは焼却後に出る灰は、
生ごみなどと比較するととても少なくなっていますので、仮にプラスチックを全て燃やし
たからといって、灰が従来より大きく増えることにはなりません。
2 点目のエネルギーの話ですが、市で収集したプラスチック製容器包装は、最終的には
製鉄所で燃やしてエネルギーとして活用するサーマルリサイクルとなっています。これは、
本来、化石燃料による発熱が必要なところを、収集したプラスチック製容器包装で代替し
ています。どちらも燃やすことに変わりは無いのですが、問題は CO2 の排出量が増えると
いうこと。製鉄所はこれまでプラスチックを燃やしていた分を化石燃料に変えるため、そ
の分 CO2 が発生します。一方で、新施設ではプラスチックを燃やす分の CO2 は増えますが、
燃やした分で発電するので電気事業者から電気を買う必要が無く、トータルで考えると
1,142 トンの CO2 削減が見込まれるということですね。
プラスチックリサイクルはここで議論しきれないくらい複雑な問題でして、実はペット
ボトルはマテリアルリサイクルされているわけではありません。チップにして作業服など
になっています。そして、収集コストが多大にかかる上に自治体がやらないといけなくな
っています。これを国が肩代わりしてくれるのであれば、状況は変わると思います。
＜安部委員＞
国がこれから定めるプラスチック法案では、サーマルリサイクルはリサイクルに含まれ
るのですか。含まれないという話も聞いたことがあります。
＜吉田委員長＞
サーマルリサイクルもリサイクルに含まれます。
国では、今は収集の対象外としている洗面器等の大きなプラスチックも自治体が回収し
て、リサイクルすることとなっています。ただ、資料 2 の最後にも記載されていますが、
ランニングコストの支援策について、もし国が収集コストを全て支援していただけるので
あれば、費用対効果を見てリサイクルに向けて動くことになると思います。しかし、現在
の容器包装リサイクル事業は国が進めているものの、収集コストは自治体が、リサイクル
費用は事業者が負担することとなっていますので、プラスチックを出すところから処理ま
での支援策に対して見通しが無い状況となっています。そのため、市として廃止の方向性
としたい。一方で、詳細が判明し状況が変われば見直したいということだと思います。
この後のごみ処理手数料の話と関係しますが、コストを避けられない問題となっており、
西畑委員からお話のあった残渣が大きく増えていることもコスト増に繋がっていきます。
＜齊藤委員＞
大変大きな問題なのですが、世界の基準からずれた日本のリサイクルという言葉があり
ます。プラスチックは 84％くらいがリサイクルとして集められ、マテリアルリサイクル、
ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルの 3 種類の方法でリサイクルされています。こ
のうち、23%くらいがマテリアルリサイクルとして処理されていますが、それの 15％くら
いは中国に全部輸出していましたが、中国が輸入しなくなり日本に余っている。そのため、
新たに東南アジアなどに輸出しているようです。ペットボトルからペットボトルというマ
テリアルリサイクルが一番理想ですが、段々と劣化により品質が悪化してきます。そのた
め、他のものとして再生されたりして最終的にはごみになります。ケミカルリサイクルは、
プラスチックを分子まで分解して、製品にするという一番いいリサイクル方法ですが、4％
くらいしか実施されていません。残りはサーマルリサイクルで焼却して発熱に使用されて

-9-

いるのが現状となります。今後、成分プラスチックと、再生プラスチック、最後にはプラ
スチックを使わないで量り売りなど、昔のプラスチックを使わない時代にしないといけな
いのかなと考えます。私はごみ収集業を行っていますが、今後の事を考えると、国ではバ
ケツや風呂場のイスをリサイクルする施設の建設費用は支援してくれますが、その収集コ
ストは自治体が全て負担するという考え方のようなので、先程の話にもあったように国が
全て負担してくれると、マイクロプラスチックも含めて解決するのではないかと思います。
＜吉田委員長＞
貴重なご意見ありがとうございました。山内委員どうぞ。
＜山内委員＞
ここまでの話を聞いていると、プラスチックを全部燃やすという方向ですよね。一般廃
棄物処理基本計画の p49 にも記載されていますが、平成 19 年度に日鉄セメント株式会社が
埼玉県の自治体から燃料や原料として廃プラスチック類を受け入れたとあります。プラス
チックを全部無くしてしまうとこういった活用もできなくなるのではないでしょうか。
＜吉田委員長＞
プラスチック製容器包装の収集が無くなったからといって、日鉄セメント株式会社の工
場がなくなるわけではありませんので、埼玉県からは引き続き受け入れて活用されると思
われます。室蘭市内で発生したプラスチックは集めるのではなく、ごみとして燃やすよう
になります。ただ、地元の自治体が止めるというインパクトはあるかもしれません。
＜森川委員＞
環境問題と絡むため非常に難しい話になっています。これまでもこの件について検討を
してきましたが、CO2 の排出量が燃やしたときはどれくらいで、資源として回収して再商
品化した場合はこれくらいと、複雑でわかりづらいものでした。さらに費用対効果など、
お金も絡んできてしまうと、これまで環境問題について話していたが、コストの問題にな
るのかと素人では非常に難しい話となってしまいます。そのような状態ではありますが、
ここまでの検討内容について聞き、総合的に判断した結果としては、CO2 の問題はある程
度解消されるのではないかと思います。一方で費用対効果、特に残渣が増えてきた理由と
して、最初の頃はみなさんきちんと分別して出していたと思いますが、だんだんルーズに
なってなんでも入れて出してしまうようになったのではないかと考えます。このようにな
っている現状としては、分別収集をやめて、新施設で焼却してエネルギーとして活用する
方が総合的に考えると良いのではないかと考えます。国の方針に沿ってという話もありま
したが、一番重要なことは我々室蘭市民がごみやプラスチックについてどう考えるのかだ
と思います。
先程、齊藤委員の話にもありましたが、プラスチックを減らしましょうという話で、私
はマイボトルを持つようにしています。ある事業者では意識啓発のシールを作成しており、
これをマイボトルに貼って買い物の際に持ち歩くことで周りに啓発しようということをし
ています。私もそのシールを貼っていますが、室蘭市民が全員このように考えるようにな
れば、こういった問題も解決していくのではないかと考えます。長くなりましたが、資料
2 の最後に記載されているとおり、令和 3 年度で事業終了の方向性としてもいいかと思い
ます。
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＜吉田委員長＞
ありがとうございます。この検討委員会で扱う話題は広い分野に渡り、そしてかなり深
いところまで検討しています。特に、コストや費用対効果といったところまでは他の委員
会などではあまりやらないように思えます。
この後のごみ処理手数料の適正化でも話にあると思いますが、一般的に考えられている
リサイクルすれば環境に優しいということが、曲がり角に来ています。一般的にプラスチ
ックの収集を止めると環境に悪いと考える方が多いと思いますので、そういった方に丁寧
に説明をしていく必要があります。特に事業として考えるときには、コストも考える必要
があります。
一旦、この件については終了し、次のごみ処理手数料の適正化について事務局より説明
をお願いします。

③ごみ処理手数料の適正化、④廃棄物処理事業に関わる今後の見通し

事務局より説明
資料 3
資料 4

「ごみ処理手数料の適正化」
「廃棄物処理事業に関わる今後の見通し」

＜吉田委員長＞
ありがとうございました。大変長い説明でわからないところも多々あったかと思います
が、ご質問等があればお願いします。
資料 3 の裏面にごみ処理事業にかかる全体コストが掲載されています。全体では年間 6
億 8,000 万円となっており、これの約 3 分の 1 にあたる 2 億 2,000 万円が収集運搬費用と
なっています。ごみ処理全体を見ると収集運搬の割合が大きく、先程のプラスチック製容
器包装事業は削減による効果も大きくなっています。また、令和 6 年には新しい焼却施設
が稼働しますが、この建設費用は年間約 3 億円となっています。
建設費用を含めない全体コストからごみ減量などによる削減効果を 5,000 万円と見込ん
で差し引き、残りを全てごみ袋代で賄おうとすると 1 枚あたり 4.8 円となり、40 リットル
の袋が 200 円程度となります。そのくらいの値上がりをしなくては追いつかないくらいの
費用がかかっているということですね。現在は税金で賄っている部分も多くあるので見づ
らくなっていましたが、このような状況となっているため、ごみ処理手数料と事業につい
て見直しが必要になっています。
＜安部委員＞
西いぶりの焼却施設は伊達市と室蘭市だけで使用されているのですか。
＜吉田委員長＞
室蘭市以外では、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町が含まれます。
＜安部委員＞
他の市町でもプラスチック製容器包装の焼却を考えているのでしょうか。
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＜事務局＞
プラスチック製容器包装の収集をしているのは室蘭市のみになります。他の市町では燃
やせるごみとして処理しています。
＜吉田委員長＞
以前に、伊達市の検討委員の方と話しましたが、伊達市も導入について検討したが、費
用対効果で難しいと判断し、収集を行わないこととしたと聞きました。
＜安部委員＞
ネットで調べたことではありますが、プラスチックを燃やして処理しているのは全国の
50％強の自治体のようです。残りの自治体は燃やさないという選択をしています。費用対
効果を考えるとプラスチック処理廃止もやむ得ないという考えはわかりますが、CO2 排出
を削減しようという世の中で、環境問題やリサイクルするという精神的な財産も含めると、
今舵を切らないといけない問題なのかと思います。そして、その選択を私がしなくてはい
けないのかと思うと重く感じてしまいます。手数料の値上げについてはこれまでの検討か
らやむを得ないとは思いますが、これまでリサイクルしていたプラスチックを焼却するの
は重い選択だと思います。CO2 排出を削減しましょうという時代に、なぜこの選択をしな
ければいけないのかなと思います。
＜吉田委員長＞
もう一度、資料 2 を見ていただきたいのですが、資料の右側にプラスチック処理事業廃
止による影響について記載されていますが、リサイクルしても焼却しても量は違えど CO2
は排出されます。リサイクルしても最終的に燃やしますので、燃やせるごみとしたときと
同じだけの CO2 が発生します。ではどこが問題になっているかといいますと、代替エネル
ギーとして利用していた部分になります。これまでプラスチックを燃やしていた分を石油
などに変えて燃やす必要があり、それにより 166 トン増えます。これだけであれば純粋な
CO2 排出量の増加となりますが、令和 6 年に稼働する新施設ではプラスチックを燃やした
分をエネルギーにして発電します。これにより、他の施設で化石燃料を燃やして発電して
いた分である 1,142 トンの CO2 を減らすことができ、先程の 166 トンの増加があっても、
全体で約 900 トンの CO2 削減に繋がります。つまり、プラスチック製容器包装の分別収集
事業を廃止したからといって純粋に CO2 排出量が増えるわけではないということです。
これからの市民への説明では、これまでリサイクルしていたのになぜやめてしまうのか、
燃やしてしまうと CO2 の排出量が増えるのではないかという質問が多く寄せられると思い
ますし、実際に私もこのことについて知らなければ同じような疑問を持つと思います。実
際には、これまでもサーマルリサイクルとして焼却してエネルギー回収をしていたという
現実があります。リサイクルという言葉がひとり歩きしている状況でして、サーマルリサ
イクルという意味では、焼却施設で燃やしても、製鉄所の発電施設で燃やしても、エネル
ギーを回収しているのであれば同じリサイクルとなっています。
＜安部委員＞
サーマルリサイクルは、ある意味ではリサイクルに含まれないのではないでしょうか。
＜吉田委員長＞
たしかに、日本のサーマルリサイクルはリサイクルと見なされない部分もありますが、
一方で、世界的な流れとして、ヨーロッパの方ではウェイストエナジーとして大規模な焼
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却施設を建設し、プラスチックを燃やしてサーマルリサイクルするという動きが始まって
います。また、現状のリサイクルもプラスチックがプラスチックになっているわけではあ
りません。
＜安部委員＞
サーマルリサイクルはリサイクルに含まれず、どちらも結局焼却されるんですよね。そ
のあたりが理解しがたいと感じます。
＜吉田委員長＞
資料 3 の話に戻りますが、現在のごみ処理に年間 6 億 8,700 万円かかっており、更に新
施設の建設で年間 3 億円かかってきます。この費用をどのように賄うのかということが問
題になっています。例えば、ごみステーションを減らすことでも費用の削減に繋がると思
いますが、現在の半分の数にしても大きな削減効果が見込まれません。私たちがここで検
討しなくてはいけないことは、どの事業を見直さないといけないか、その優先順位はどう
かということになります。現状のまま、ただごみ処理手数料の値上げをしただけでは、40
リットルの袋が 1 袋 200 円や 250 円になってしまいます。そこで、様々な事業を見直しご
み処理費用を削減しようとしていることについては、皆さん理解されていると思います。
もう 1 点留意点がありまして、一般廃棄物処理基本計画の p28 に将来の推計人口が掲載
されていますが、令和 2 年は約 8 万 2,000 人ですが、令和 7 年には約 7 万 6,000 人と予想
されており、このまま行けば 10 年で 1 万人減少します。なぜこの話をするのかといいます
と、たとえ人口が減少しても、施設のキャパシティは変わりませんので維持管理費は減り
ません。なので、収集費用に手をつけないと、人口が減った分 1 人あたりの税負担が増加
します。そこでどこから減らすかという優先順位を考えたときに、年間 3,000 万円近くを
かかっているプラスチック製容器包装分別収集事業が考えられるということです。室蘭市
の状況が予想以上に厳しいものとなっていますので、ごみステーションの見直しももちろ
ん必要ですが、優先順位をつけていかないと財政が立ち行かなくなってしまいます。
平成 10 年に有料化を実施するにあたり、私も当時の検討委員会に入りました。そのとき
は無料から 80 円ということもあり、反対意見が多くありました。また住民説明会でもある
と思いますが、市民から多くの意見が出ると思われます。前回、亀田先生とアンケート調
査を実施し、どうして反対なのか確認しました。すると、不法投棄が増える懸念がある、
リサイクルの整備が先ではないのか、無駄な予算の削減が必要、家庭の支出が増えるとい
う意見がありました。今回も同様の意見が出ると思われますが、そこで必要になるのが、
その受け皿を検討することだと思います。市民説明会では、ごみ処理事業に多額のお金が
かかるから値上げするというのは理解してもらえると思いますが、それに対するなんらか
の具体的な施策を検討する必要もあると思います。皆さんもごみ処理手数料の適正化につ
いて、方向性については問題ないと思いますが、なにか懸念されることがあればお願いし
ます。
＜森川委員＞
お尋ねしたいのですが、資料 3 にある 1 リットル 4.8 円について、現行の 1 リットル 2
円と同じ計算をした結果、4.8 円になったということでお間違いないでしょうか。
＜事務局＞
現行の 1 リットル 2 円と同じ計算により、1 リットル 4.8 円となりました。
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＜吉田委員長＞
建設費用も含めると年間で 9 億 6,000 万円、人口で割ると室蘭市 1 人あたり 1 万 1,000
円の負担となりますね。
＜西畑委員＞
コスト算定イメージの中で、管理部門として職員の人件費やごみ袋等作成とありますが、
これについて人件費とごみ袋の作成費は別費目になるのではないかと思うのですが、それ
ぞれどのくらいの経費となっているのでしょうか。
＜事務局＞
管理部門の 1 億 1,500 万円のうち、
ごみ袋作成費が 5,000～6,000 万円となっていますの
で、人件費とごみ袋作成費でおおよそ半々となっています。
＜西畑委員＞
わかりました。先ほど吉田委員長の説明の中で、製鉄所ではプラスチックを燃やしてる
とありましたが、厳密にはただ燃やしているわけではなく、化石燃料の代替として使用し
ていますので、念のため。
＜齊藤委員＞
ごみの有料化から約 20 年経過して様々な課題が見えてきていますので、現状に見合った
廃棄物情勢に合わせていかなければならないと考えています。そして、これは市民が納得
する形でないといけません。たしかに市の財政状況を考慮すると、多かれ少なかれ市民も
負担が必要であると思いますが、その負担はごみの減量やリサイクルによって経費を削減
してから議論するのが、この委員会の本来のあり方ではないかと思います。令和 6 年 10
月から新施設が稼働すると、さらに費用もかかってきますので、現状について市民に丁寧
に説明しながら、適正な金額を考えていかなければいけないと思います。
この 4.8 円が適正なのかはわかりませんが、登別は今年の 4 月から 1 リットル 3 円にな
ります。このあたりについてどのように考えているのか、お聞かせください。
＜吉田委員長＞
今の時点で市の見解をお願いします。
＜事務局＞
新たな中間処理施設が令和 6 年 10 月から稼働開始します。それに向けて土建工事等のハ
ード整備で非常にお金がかかります。市の財政もさらに圧迫されてしまいます。そのよう
な今の財政状況と、これからの財政状況を考慮しますと、先程吉田委員長のお話にもあり
ましたとおり、すぐにでも対応しなければならないと考えています。この検討委員会でも、
コスト削減を考慮した見直しを求められているので、最大限考慮しますが、実際の効果が
すぐに反映されませんので概算として積算し、他市の状況もよく考慮しながら、コストの
見直しと精査を進めていきます。また、齊藤委員からもありましたように、減量策も同時
に実行していこうと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
＜吉田委員長＞
他にご意見やご質問はありますか。
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＜森川委員＞
第 1 回あり方検討委員会を立ち上げた時に、今回の資料 1 に載っている行政改革プラン
2016 から始まりました。今の室蘭市の財政状況が非常に厳しく、財政の見通しも難しいと
いう前提の元に、このあり方検討委員会でごみの減量やリサイクルについて検討してきま
した。ごみの減量化や、プラスチックの問題、リサイクルの問題について検討を行った上
で、最終的にごみ処理手数料の適正化というものが出てくるものだと、理解していました。
手数料の適正化については、これまでに何回か議題として上げられ、どの適正化が一番好
ましいのか検討してきました。一方で、財政的なところだけでなく適正な受益者負担も考
えなければならないと思っています。この検討委員会の中においては、代表として出席し
てますので市民に対して申し訳ないと萎縮するのではなく、しかるべき値上げ適正化につ
いて検討し、3 円がいいのか 5 円がいいのか、この場でしっかりと金額を定めるべきであ
ると考えています。
そして、資料 3 の裏面、事業の中にごみ捨て弱者対策とあります。これは、ごみステー
ション集約化により、ごみステーションまで満足に出せない困難者への対策ということだ
と思いますが、この資料にある年間 1,000 万円では、多分足りなくなると思います。そう
いった、十分な対策を考える必要があると考えます。
2 円を 4 円にするとこれまでの倍額となり市民に拒否反応も出てくるかもしれませんが、
行政側も様々なことを考えていること、ごみ対策や、収集業者の大変な現況について、市
民に知ってもらう必要があると思います。例えば、来年は 2 円を 3 円にして、弱者対策や
減量化対策にその分を充てる、その後 3 円を 4 円にして更なる対策を推進するというのも
手かなと考えます。行政が思うような対策について検討した上での、ごみ処理手数料適正
化という方法もあると考えています。今回である程度の方向性を決定し、4 月の検討委員
会で適正額を示してもらえると良いのではないかと思います。
＜吉田委員長＞
ご意見としていただきました。ごみ処理手数料適正化について、まだ発言していない委
員からもご意見を頂きたいのですが、お願いできますか。
＜遠藤委員＞
ごみ処理手数料は受益者が全額負担するのが当然だと私は考えています。市民からは多
くの批判が出ると思いますが、私は受益者負担 100％だと思っています。
＜吉田委員長＞
海外の話になりますが、アメリカやカナダでは 100％受益者負担になっています。1 ヶ月
3,000 円くらいと高額ではありますが、その分サービスも良く全ての家庭で軒先収集とな
っていました。
山内委員から、全体を通しての感想でも構いませんので何かあればお願いします。
＜山内委員＞
お願いと希望になりますが、危険ごみについて、赤いカゴが設置されてそれに入れて排
出するということでしたが、急に設置されても市民はなんだろうと思ってしまいます。ま
た、現在の資源物も分別が守られていないときもありますので、赤いカゴにはっきりとス
プレー缶類とライター類と電池類のみと記載してもらいたいと思います。そのようにすれ
ば、市民の方にもわかりやすく、分別も守られると思います。
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＜吉田委員長＞
これまで燃やせないごみで有料で出していたものが、危険ごみとして無料で出せるよう
になると対象外のものも入れられる可能性があるので、その対策は必要になりますね。
塩越委員から何かあればお願いします。
＜塩越委員＞
今回の検討委員会も、環境とコストということで非常に難しい議題だと思って聞いてい
ました。これまでの委員会の中で何度も話に出てきたとおり、市の財政が厳しいというこ
とは、皆さんの共通認識であると考えています。前回の資料なども改めて確認しましたが、
ごみ処理手数料適正化に関しては、今回の資料が一番わかりやすくなっていると思いまし
た。様々な事業の予算に加え弱者対策等も含まれた金額を 10 年前と同様の方法で算定する
と 4.8 円ということになっていますので、これが適正な金額なのかはまだ私は把握出来ま
せんが、これだけのコストがかかるのでいくらかの値上げは必要になると考えています。
＜吉田委員長＞
ありがとうございました。菊池委員からも何かあればお願いします。
＜菊池委員＞
市民はこの現状についてどの程度把握しているのかなと思います。ごみ処理手数料の値
上げは今回初めてのことになりますが、値上げが必要だということについては丁寧に説明
すれば理解してもらえると考えています。しかし、簡単には現状をつかめないと思います
ので、出前講座などの様々な方法を活用して周知する必要があると思います。
私も後日、室蘭市女性団体連絡協議会で今回の内容を伝えますが、そこから市民まで浸
透していくかどうかはわかりません。ですので、何らかの形で市民が理解しやすいように、
説明を行い、納得してもらう必要があると思います。
＜吉田委員長＞
ありがとうございました。今回の検討委員会では、市から全体的な方向性を示してもら
い、ごみ手数料適正化の必要性について説明をしてもらいました。全体のコストが非常に
増加しているため見直しが必要であることは皆さんご理解いただけたと思います。今回の
資料で示された方向性に沿って次年度以降、具体的に実現していくことになると考えてい
ます。この検討委員会は、市に答申するのではなく、意見を伝えることが目的ですので、
ここまでにご指摘いただいたいくつかの懸念、プラスチックの問題や、ごみ処理手数料は、
3 円がいいのか 4 円がいいのかについては、今後の検討委員会で議論を重ねて、市にお伝
えすることになります。市民も当然こういった議論をした上で施策を進めると考えていま
すので、森川委員からご指摘のあった弱者対策を含めた全体的なサービスの維持や向上が
なければ、負担だけが増えてしまうようなものは受け入れにくいと思います。特にごみ処
理手数料の値上げに対しては、使用済小型家電の回収もそのひとつになりますが、ごみ以
外の出し方を示してもらえると良いのではないかと考えています。値上げには大きなイン
パクトがありますので、これまであまり活用されていなかったごみの出し方を進める機会
になると思います。
前回、有料化に際してアンケートを実施したところ、それまでと比較して 35％もごみが
減ったという結果が得られました。では、そのごみがどこに行ったのかといいますと、リ
サイクルだけでなく、家庭でごみになるものは買わないよう発生抑制をしていたようです。
ごみは必ず出るので仕方ないと片付けてしまうのではなく、こういった工夫で発生自体を
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減らすことも重要になります。プラスチックも同様のことを言うことができます。誤解を
恐れずに言いますと、ペットボトルはリサイクルできるからいくらでも使っていいという
わけではなく、再商品化するために収集や処理に費用がかかります。海外ではデポジット
方式を取っており、購入費用が少し高い代わりに、専用の回収容器に入れるとお金が消費
者に戻ってくるという方式になります。日本では、販売業者や事業者がこのコストを負担
するようになってしまっています。ペットボトルの購入費用のうち 3 円か 4 円はリサイク
ル費用がかかっていると周知されれば、もう少しリサイクルが進むと思います。発生源対
策をどうするのかということも重要になります。
今回の議論にありました、プラスチック製容器包装分別収集やごみ処理手数料の値上げ
についても、きちんとした説明と周知がなければ、市民には財政が厳しいから値上げして
リサイクルをやめるのかと伝わってしまいます。今であればインターネットが普及してい
ますので、動画やホームページを上手く活用することで更に周知が進むと思います。私も、
そういったものを学生に紹介したいと考えています。今回多くの意見をいただき、同時に
様々な疑問もあったかと思います。これらに対してどのように説明するのかが課題になっ
てきますので、皆さんからも伝えてもらえればと思います。
有料化前にアンケート調査を行ったところ賛成という意見もありました。その内容とし
ては、リサイクルが進む、モラル向上によりごみステーションがきれいになる、ごみが減
る、負担が公平になるというものでした。こういったご意見もありましたので、ごみ処理
手数料の適正化による値上げをネガティブに考えないで欲しいと思います。
今回の検討委員会で検討したこの大きな 2 点については、資料にある原案の方向性で市
に進めていただくということでよろしいでしょうか。当然、問題点については考慮してい
ただきたいと思います。
＜森川委員＞
資料 3 にあるごみ処理手数料適正化のスケジュールについて、次回の 4 月の検討委員会
でコスト算定結果等を説明とあり、その横に以下は改定を行う場合と記載されています。
これを見ると 4 月には算定結果が示され、私たちもそれに対してこうした方がいいといっ
たあり方を出す必要があるのかなと考えます。事務局としては、4 月の検討委員会ではど
ういったものを望まれているのでしょうか。それによって、次回に向けて、気持ちや考え
を整理する必要があります。
＜吉田委員長＞
今の時点で想定している 4 月のあり方検討委員会について、事務局より説明をお願いし
ます。
＜事務局＞
4 月には、資料 3 中にある精査中の部分を具体的にまとめる予定です。また、他市の状
況についても現在調査中ですが、そのような資料も示した上で、市として何円が適正であ
ると考えていますという案を出します。その案について、他の資料を確認しながら、金額
や考え方が妥当かどうかを皆様に検討していただきたいと考えています。
＜安部委員＞
5 月に予定している市民説明会では、その新しい手数料の金額を示して説明をするとい
うことになると思いますが、資料 1 にあるごみ削減に向けた取組、ごみ減量推進、様々な
見直しや啓発はいつ行う予定なのでしょうか。
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＜事務局＞
周知啓発等についても、資料 4 に掲載のとおり実施していく予定です。
＜安部委員＞
ごみ処理手数料の適正化に向けた算定にはどのように反映されるのか疑問があります。
＜吉田委員長＞
先程も話しましたが、有料化のアンケートではまずリサイクルが先で、無駄な予算を削
るのが先だという意見がありました。今回も同様の質問はあると思いますので、資料 4 の
ロードマップについて、生ごみや古紙や小型家電の周知計画を具体的にいつからとすれば、
説得力が増すと思います。また、例えごみ処理手数料が倍額となっても、ごみの排出量を
半分にできる方法があれば市民の負担は変わりません。ごみを減らすための受け皿がある
のかということもセットでご説明していただくことが効果的であると思います。
＜安部委員＞
新施設の完成がもう少し先ならば、もっと時間をかけて徹底した啓発をしながら、ごみ
の削減ができたと思います。削減努力をした上での値上げという本来の形であると思いま
す。そうはならないところに違和感がありますが、そういったことは考えていなかったの
でしょうか。
＜吉田委員長＞
残念ながら当時はそういった方向性ではなく、今であればそうするべきであったと思い
ます。ロードマップの中でコストを含めて具体的に検討をしたのは、今回が初めてになり
ます。有料化の時もそこまではできていませんでした。一度増えたごみを減らすというの
は難しく、そういった議論も今回からとなりました。ご指摘頂いた内容についてはその通
りであると思います。
長くなって申し訳ないですが、事務局より、追加資料の室蘭市一般廃棄物処理基本計画
の中間見直しについて説明をお願いします。

（２）室蘭市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて
事務局より説明
追加資料

「室蘭市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて」

＜吉田委員長＞
ありがとうございました。時間が無い中で簡単な説明となってしまいました。p28 にあ
る人口減少について、令和 2 年が 82,200 人だったのが、令和 7 年では 76,000 人となって
います。年に 1,000 人ずつくらいのペースで、総人口に対して年 8％くらいずつ減少して
います。もう少し長期的な 10 年や 20 年のスパンで人口予想の説明があるとわかりやすい
のかなと思います。適正化の説明の時には、そういった長期的なスパンでの人口社会につ
いても触れてもらえると、市民も理解しやすいのかなと思います。
これで今回の議論が全て終わりました。前回の議事録もわかりやすくまとめていただい
ていまして、委員の皆さんからの意見をまとめてありました。今回の議論についても、拾
っていただくのは大変だと思いますが、問題点や意見についてまた整理していただきたい
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と思います。最後に全体を通して何かありますか。無いようですので、事務局よりその他
としてお願いします。

その他
＜事務局＞
次回のあり方検討委員回の開催については、先程資料 3 でもありましたとおり 4 月の開
催を予定しており、コスト算定の結果説明などを予定しています。開催日時については、
これまで同様、事前に日程を確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。。
＜吉田委員長＞
4 月に年度を改めて、委員の皆さんにまた集まっていただきたいと思います。長時間の
議論になり大変お疲れ様でした。これで今回の委員会を終了致します。ありがとうござい
ました。次回もまた、よろしくお願いいたします。
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